
平成27年度契約実績の公表

1 情報化支援戦
略部

情報セキュリティインシデント対応ハ
ンドブック等の作成業務

H27.7.6 (株)英揮情報システム 東京都新宿区西新宿7-11-17 7,800,000 3,942,000 一般競争

2 情報化支援戦
略部

ウェブ感染型マルウェア・ウェブサイ
ト改ざん検知業務

H27.7.8 (株)インフォセック 東京都港区芝公園4-1-4 9,100,000 1,042,761 一般競争

3 情報化支援戦
略部

サイバーインシデントに関するフォレ
ンジック調査

H27.9.3 日本電気(株) 東京都港区芝5-7-1 12,960,000 10,044,000 随意契約 （2）イ及び（3）

4 情報化支援戦
略部

機構ホームページリニューアル作業
業務

H27.10.5 日本電気(株) 東京都港区芝5-7-1 6,480,000 6,480,000 随意契約 (2)キ

5 情報化支援戦
略部

事務系LANシステムにおけるイン
ターネット閲覧用端末等のリース

H27.12.8 日立キャピタル(株) 東京都港区西新橋1-3-１ 16,500,000 10,779,480 一般競争

6 管理部総務課 平成27年度軽印刷等業務 H27.4.1 (株)ワコー 東京都千代田区神田神保町1-62 6,820,000 単価契約
(予定総額
3,303,344)

一般競争

7 管理部総務課 平成27年度梱包・発送等業務 H27.4.1 (株)マルテックス 東京都大田区京浜島1-2-6 1,230,000 単価契約
(予定総額
890,500)

一般競争

8 管理部総務課 平成27年度コピー用紙の購入 H27.6.18 オフィス・メディア(株) 東京都港区新橋6-17-19 920,000 単価契約
(予定総額
858,000)

一般競争

9 管理部総務課 人事評価制度構築・導入支援業務
委託（請負）契約

H27.11.18 (株)富士通総研 東京都港区海岸1-16-1 3,726,000 1,587,600 一般競争

10 管理部総務課 賃貸借契約（派遣職員の宿舎） H28.3.2 2,688,213 2,406,822 随意契約 (2)ア
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11 研究開発部 証明書交付サービス用機器等の借
入

H27.4.1 東銀リース(株) 東京都中央区日本橋本町1-9-13 14,886,406 13,925,547 随意契約 (5)

12 研究開発部 証明書交付センター用データセン
ターの賃貸借

H27.4.1 10,182,240 10,182,240 随意契約 (2)ア

13 研究開発部 被災者支援システムサポート事業に
おける「被災者支援システム　全国
サポートセンター」の運営業務委託
（請負）

H27.4.1 (一財)西宮市都市整備公社 兵庫県西宮市西宮浜1-31 16,727,000 16,411,377 随意契約 (2)キ

14 研究開発部 「証明書交付センター運営業務委託
(平成27年度)」委託契約

H27.4.1 ・エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ(株)
・日本電気(株)

・東京都千代田区内幸町1-1-6
・東京都港区芝5-7-1

222,286,356 202,435,200 随意契約 (2)キ

15 研究開発部 「ICカード標準システムの団体等保
守サポート(平成27年度)」委託契約

H27.4.1 ・エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ(株)
・日本電気(株)

・東京都千代田区内幸町1-1-6
・東京都港区芝5-7-1

109,650,510 100,440,000 随意契約 (2)キ

16 研究開発部 証明書交付センター用データセン
ターの賃貸借

H27.4.1 17,625,600 17,625,600 随意契約 (2)ア

17 研究開発部 「自治体クラウドにおける円滑な
データ移行を可能とする中間標準レ
イアウト仕様の維持管理に係る業
務」業務委託（請負）

H27.4.1 ・(株)日立製作所
・日本電気(株)
・富士通(株)

・東京都千代田区丸の内1-6-6
・東京都港区芝5-7-1
・東京都港区東新橋1-5-2

27,218,000 26,956,800 随意契約 (2)キ

18 研究開発部 「個人番号カードアプリケーション搭
載システムの設計業務」委託

H27.4.3 ・エヌ･ティ･ティ･コミュニケーションズ（株）
・日本電気（株）
・エヌ･ティ･ティ・ソフトウェア（株）
・（株）日立ソリューションズ

・東京都千代田区内幸町1-1-6
・東京都港区芝5-7-1
・東京都港区港南2-16-4
・東京都品川区東品4-12-7

19,987,776 19,987,776 随意契約 (2)キ

19 研究開発部 地方公会計標準ソフトウェアの開発
及びサポート等の請負業務

H27.5.15 (株)日立製作所 東京都千代田区丸の内1-6-6 724,920,000 453,302,400 一般競争

20 研究開発部 「平成２７年度自治体クラウド導入取
組加速事業に伴う業務」業務委託
（請負）

H27.6.10 (株)日本能率協会総合研究所 東京都港区芝公園3-1-22 16,416,000 5,940,000 一般競争

※

※
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21 研究開発部 住所地と本籍地が異なる戸籍証明
書の交付における証明書交付セン
ター用機器等の賃貸借契約

H27.11.2 ・エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ(株)
・（株）JECC

･東京都千代田区内幸町1-1-6
・東京都千代田区丸の内3-4-1

29,500,000 22,180,011 一般競争

22 研究開発部 地方公会計向け前提ミドルウェア用
ダウンロードサイト構築等業務委託
（請負）

H27.12.25 (株)日立製作所 東京都千代田区丸の内1-6-6 383,768,280 380,140,560 随意契約 (2)キ

23 教育研修部 平成27年度「専門ｅラーニング事業」
業務

H27.5.26 (株)富士通ラーニングメディア 東京都港区港南2-13-34 10,368,000 7,452,000 一般競争

24 教育研修部 平成27年度「ｅラーニングによる情報
セキュリティ研修事業」業務

H27.5.26 (株)富士通ラーニングメディア 東京都港区港南2-13-34 36,176,112 17,820,000 一般競争

25 教育研修部 平成27年度「ｅラーニングによる個人
番号制度研修事業」業務

H27.5.26 (株)富士通ラーニングメディア 東京都港区港南2-13-34 17,419,968 6,048,000 一般競争

26 情報処理部 自動車登録情報提供 H27.3.30 （一財）自動車検査登録情報協会 東京都千代田区岩本町3-11-6
127,188,795

単価契約
(予定総額

127,188,795)

随意契約 (2)オ

27 情報処理部 交付税LasIsにおけるJavaSE6サ
ポート業務に係る業務委託（請負）

H27.4.14 (株)日立製作所 東京都千代田区丸の内1-6-6 44,021,880 29,055,240 随意契約 (2)キ

28 情報処理部 LasIsのJava SE8へのバージョンアッ
プに係る影響調査業務委託（請負）
契約

H27.4.14 (株)日立製作所 東京都千代田区丸の内1-6-6 2,187,918 2,133,648 随意契約 (2)キ

29 情報処理部 LasIsのJavaバージョンアップ対応作
業に係る業務委託（請負）契約

H27.6.3 (株)日立製作所 東京都千代田区丸の内1-6-6 7,705,962 7,459,344 随意契約 (2)キ

30 情報処理部 軽油流通情報管理システムのサー
バの集約に係る設計構築等業務委
託（請負）契約

H27.6.3 (株)日立製作所 東京都千代田区丸の内1-6-6 38,234,560 32,965,272 随意契約 (2)キ

31 情報処理部 軽自動車検査情報の市区町村への
提供システムに係る設計・開発等の
業務委託（請負）契約

H27.6.12 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ(株) 東京都千代田区内幸町1-1-6 71,280,000 64,800,000 随意契約 (6)
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32 情報処理部 平成27年度軽油流通情報管理シス
テム操作研修用機器の環境構築支
援対応等の業務委託（請負）契約

H27.6.15 (株)日立公共システム 東京都江東区東陽2-4-18 1,398,913 1,364,040 随意契約 (2)キ

33 情報処理部 Universal Oneサービスに係る提供
条件特約

H27.8.20 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ(株) 東京都千代田区内幸町1-1-6 7,560,000 4,702,752 一般競争

34 情報処理部 軽自動車検査情報の市区町村への
提供システムの機器及びソフトウェ
アの賃貸借等（第1次稼動分）

H27.9.8 ・エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ(株)
・（株）JECC

・東京都千代田区内幸町1-1-6
・東京都千代田区丸の内3-4-1

47,190,780 46,217,280 一般競争

35 情報処理部 地方税・交付税業務サーバ等への
セキュリティパッチ適用作業に係る
業務委託（請負）契約

H27.9.10 (株)日立製作所 東京都千代田区丸の内1-6-6 3,564,594 3,538,987 随意契約 (2)キ

36 情報処理部 Symantec Endpoint Protectionバー
ジョンアップ作業に係る業務委託（請
負）契約

H27.9.14 (株)日立製作所 東京都千代田区丸の内1-6-6 2,860,272 2,846,534 随意契約 (2)キ

37 情報処理部 軽自動車検査情報市区町村提供シ
ステム接続作業等に係る業務委託
（請負）契約

H27.9.18 (株)日立製作所 東京都千代田区丸の内1-6-6 3,344,103 2,968,056 随意契約 (2)キ

38 情報処理部 軽自動車検査情報提供 H27.9.28 （一社）全国軽自動車協会連合会 東京都港区芝大門1-1-30 133,655,945 単価契約
(予定総額

133,655,945)

随意契約 (2)オ

39 情報処理部 監視メール通知環境構築作業 H27.10.19 (株)日立製作所 東京都千代田区丸の内1-6-6 3,900,174 3,880,872 随意契約 (2)キ
40 情報処理部 業務WebシステムにおけるOS・ブラ

ウザ組合せ動作確認作業
H27.11.11 (株)日立製作所 東京都千代田区丸の内1-6-6 3,078,345 2,895,264 随意契約 (2)キ

41 情報処理部 軽油流通情報管理システムにおけ
る元売業者追加作業

H27.12.21 (株)日立製作所 東京都千代田区丸の内1-6-6 4,016,716 3,934,915 随意契約 (2)キ

42 情報処理部 地方消費税清算情報システム、利
子割清算情報システム、自動車取
得税システム及びポータルサイトの
機器及びソフトウェアの賃貸借

H28.1.18 ・エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ(株)
・（株）JECC

・東京都千代田区内幸町1-1-6
・東京都千代田区丸の内3-4-1

15,712,900 13,518,232 随意契約 (2)キ

43 情報処理部 軽自動車検査情報の市区町村への
提供システムの機器及びソフトウェ
アの賃貸借等（第2次稼動分）

H28.1.18 ・エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ(株)
・（株）JECC

・東京都千代田区内幸町1-1-6
・東京都千代田区丸の内3-4-1

49,238,920 39,146,576 随意契約 (2)キ
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44 情報処理部 ポータル・利子割地消・取得税サー
バのブレードサーバへの集約に伴う
ネットワーク等の設定変更作業

H28.2.24 (株)日立製作所 東京都千代田区丸の内1-6-6 2,371,070 2,009,318 随意契約 (2)キ

45 情報処理部 自動車登録・検査情報の平成28年
度税制改正対応作業

H28.3.3 (株)日立製作所 東京都千代田区丸の内1-6-6 1,375,983 1,339,545 随意契約 (2)キ

46 住基庶務部 KAJO-J IME 住基ネット版ライセン
スに係るリース

H27.6.30 富士通リース(株) 東京都千代田区神田練堀町3 16,524,000 16,122,240 一般競争

47 住基庶務部 IPvoiceサービス H27.4.1 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ(株) 東京都千代田区内幸町1-1-6 1,051,056 1,051,056 随意契約 (2)カ

48 住基システム
部

「住民基本台帳ネットワークシステ
ム」のセキュリティ対策支援業務

H27.3.25 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ(株) 東京都千代田区内幸町1-1-6 38,880,000 38,880,000 随意契約 (2)キ

49 住基システム
部

「住民基本台帳ネットワークシステ
ム」のソフトウェア保守業務

H27.3.31 ・エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ(株)
・(株)エヌ・ティ・ティ・データ
・日本電気(株)
・富士通(株)

・東京都千代田区内幸町1-1-6
・東京都江東区豊洲3-3-3
・東京都港区芝5-7-1
・東京都港区東新橋1-5-2

214,228,800 214,228,800 随意契約 (2)キ

50 住基システム
部

残存外字と住基ネット統一文字との
同定作業

H27.4.1 富士通(株) 東京都港区東新橋1-5-2 445,176,000 364,694,400 随意契約 (2)キ

51 住基システム
部

番号移行サポートセンター運用業務 H27.4.1 ・エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ(株)
・(株)エヌ・ティ・ティ・データ
・日本電気(株)
・(株)日立製作所
・富士通(株)

・東京都千代田区内幸町1-1-6
・東京都江東区豊洲3-3-3
・東京都港区芝5-7-1
・東京都千代田区丸の内1-6-6
・東京都港区東新橋1-5-2

378,216,000 356,400,000 随意契約 (2)キ

52 住基システム
部

ウイルス対策ソフトウェアのバージョ
ンアップ等業務

H27.6.1 ・エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ(株)
・(株)エヌ・ティ・ティ・データ
・日本電気(株)
・富士通(株)

・東京都千代田区内幸町1-1-6
・東京都江東区豊洲3-3-3
・東京都港区芝5-7-1
・東京都港区東新橋1-5-2

7,334,955 5,967,351 随意契約 (2)キ
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53 住基システム
部

住基全国センターの保証型情報セ
キュリティ監査業務

H27.6.9 あらた監査法人 東京都中央区銀座8-21-1 29,400,000 27,540,000 一般競争

54 住基システム
部

セキュリティ修正プログラム等適用
後のＣＳ端末等の住基アプリ動作確
認業務

H27.6.10 ・エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ(株)
・(株)エヌ・ティ・ティ・データ
・日本電気(株)
・富士通(株)

・東京都千代田区内幸町1-1-6
・東京都江東区豊洲3-3-3
・東京都港区芝5-7-1
・東京都港区東新橋1-5-2

3,875,850 3,875,850 随意契約 (2)キ

55 住基システム
部

機構配付ソフトウェア（KAJO-J IME
（住基ネット版））に係る保守業務

H27.7.1 日本加除出版（株） 東京都豊島区南長崎3-16-6 8,640,000 8,100,000 随意契約 (2)オ

56 住基システム
部

試験用住民基本台帳カード H27.7.6 (株)エヌ・ティ・ティ・データ 東京都江東区豊洲3-3-3 2,980,800 2,306,880 随意契約 (2)キ

57 住基システム
部

住民基本台帳ネットワークシステム
の都道府県サーバ集約センターの
システム運営監査

H27.7.15 新日本有限責任監査法人 東京都千代田区内幸町2-2-3 947,920 633,920 一般競争

58 住基システム
部

住民基本台帳ネットワークシステム
の市区町村のシステム運営監査

H27.7.15 新日本有限責任監査法人 東京都千代田区内幸町2-2-3 43,169,250 28,097,250 一般競争

59 住基システム
部

住民基本台帳ネットワークシステム
の市区町村のシステム運営監査

H27.7.15 PwCあらた監査法人 東京都中央区銀座8-21-1 23,108,440 16,911,640 一般競争

60 住基システム
部

「住民基本台帳ネットワークシステ
ム」の次期機器更改に向けた検討
支援業務

H27.9.18 ・エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ(株)
・(株)エヌ・ティ・ティ・データ
・日本電気(株)
・富士通(株)

・東京都千代田区内幸町1-1-6
・東京都江東区豊洲3-3-3
・東京都港区芝5-7-1
・東京都港区東新橋1-5-2

24,202,800 23,580,720 随意契約 (2)キ
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61 住基システム
部

住基Windowsサーバへのパッチ適用
時の動作確認等業務

H27.11.2 ・エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ(株)
・(株)エヌ・ティ・ティ・データ
・日本電気(株)
・富士通(株)

・東京都千代田区内幸町1-1-6
・東京都江東区豊洲3-3-3
・東京都港区芝5-7-1
・東京都港区東新橋1-5-2

10,975,095 9,904,680 随意契約 (2)キ

62 住基システム
部

住基ネット問合せ管理システム用ク
ライアントパソコンの購入

H27.11.6 富士電機ITソリューション(株) 東京都千代田区外神田6-15-12 4,989,600 3,700,296 随意契約 (3)

63 住基システム
部

住基ネットワークにおけるウイルス
対策ソフトウェアのバージョンアップ
に関する検証等業務

H27.11.16 ・エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ(株)
・(株)エヌ・ティ・ティ・データ
・日本電気(株)
・富士通(株)

・東京都千代田区内幸町1-1-6
・東京都江東区豊洲3-3-3
・東京都港区芝5-7-1
・東京都港区東新橋1-5-2

6,308,280 5,059,260 随意契約 (2)キ

64 住基システム
部

住基全国センター細則・要領の政府
統一基準群への適用状況確認業務

H27.12.14 PwCあらた監査法人 東京都中央区銀座8-21-1 3,880,000 3,780,000 一般競争

65 住基システム
部

住基ネットにおけるペネトレーション
テスト業務

H27.12.16 (株)ケイテック 神奈川県鎌倉市大船2-19-28 5,600,000 1,690,240 一般競争

66 住基システム
部

住民基本台帳ネットワークシステム
の業務アプリケーション改修等業務

H28.1.12 ・エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ(株)
・(株)エヌ・ティ・ティ・データ
・日本電気(株)
・富士通(株)

・東京都千代田区内幸町1-1-6
・東京都江東区豊洲3-3-3
・東京都港区芝5-7-1
・東京都港区東新橋1-5-2

191,756,160 182,075,040 随意契約 (2)キ

67 住基システム
部

情報提供ネットワークシステムに関
するテスト対応業務

H28.1.12 ・エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ(株)
・(株)エヌ・ティ・ティ・データ
・日本電気(株)
・富士通(株)

・東京都千代田区内幸町1-1-6
・東京都江東区豊洲3-3-3
・東京都港区芝5-7-1
・東京都港区東新橋1-5-2

19,197,000 16,650,360 随意契約 (2)キ

68 住基システム
部

情報提供サーバのWindows Server
2012 R2対応に伴う動作確認機器

H28.1.25 日本電気(株) 東京都港区芝5-7-1 7,512,793 6,986,520 随意契約 (2)キ

69 住基運用部 コールセンター運用支援業務 H27.3.31 ・富士通(株)
・日本電気(株)
・(株)エヌ・ティ・ティ・データ

・東京都港区東新橋1-5-2
・東京都港区芝5-7-1
・東京都江東区豊洲3-3-3

125,874,000 121,014,000 随意契約 (2)キ
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70 住基運用部 都道府県サーバ集約センターの番
号制度対応に係る構築業務

H27.3.31 日本電気(株) 東京都港区芝5-7-1 30,618,000 29,202,768 随意契約 (2)キ

71 住基運用部 住民基本台帳ネットワークシステム
における都道府県サーバ集約セン
ターの運用監視等業務

H27.4.1 ・(株)日立製作所
・日本電気(株)
・エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ(株)

・東京都千代田区丸の内1-6-6
・東京都港区芝5-7-1
・東京都千代田区内幸町1-1-6

417,153,840 417,153,840 随意契約 (2)キ

72 住基運用部 鍵管理システム運用支援業務 H27.4.1 (株)エヌ・ティ・ティ・データ 東京都江東区豊洲3-3-3 1,458,000 1,458,000 随意契約 (2)キ

73 住基運用部 業務アプリケーションソフト等の配布
用媒体作成業務

H27.5.15 (株)キタジマ 東京都墨田区立川2-11-7 2,330,997 1,975,354
（単価契約）

指名競争

74 住基運用部 コールセンター不整合データ対応支
援業務

H27.7.15 (株)KDDIエボルバ 東京都新宿区2-3-2 2,426,242 2,323,546 随意契約 (2)キ

75 住基運用部 コールセンター個人番号未付番デー
タ対応支援業務

H27.11.30 富士通(株) 東京都港区東新橋1-5-2 4,082,400 4,082,400 随意契約 (2)キ

76 住基運用部 都道府県サーバ集約センター2015
年度監査支援業務

H27.12.3 （株）日立製作所 東京都千代田区丸の内1-6-6 1,476,745 1,080,000 随意契約 (2)キ

77 住基運用部 累積ウイルスパターン配付回避対
応業務

H28.3.17 富士通(株) 東京都港区東新橋1-5-2 1,749,600 1,701,000 随意契約 (2)キ

78 住基運用部 全国センター関連Windows機器のセ
キュリティ強化対策等業務

H28.3.18 日本電気(株) 東京都港区芝5-7-1 1,163,970 1,154,250 随意契約 (2)キ

79 個人番号企画
部

リース契約書（メディア保管用耐火
金庫のリース調達）

H27.2.6 （株）JECC 東京都千代田区丸の内3-4-1 1,303,698 一般競争

80 個人番号企画
部

リース契約書（メディア保管用耐火
金庫のリース調達）

H27.2.6 （株）JECC 東京都千代田区丸の内3-4-1 883,146 一般競争

81 個人番号企画
部

個人番号制度に係る公的個人認証
サービスの監査等業務委託

H27.9.11 (株)ファイブドライブ 東京都千代田区内幸町1-1-7 7,186,000 2,086,560 一般競争

2,750,000
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82 個人番号企画
部

原状復旧確認書 H28.1.26 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ（株） 東京都千代田区内幸町1-1-6 103,302,275 96,120,000 随意契約 (2)オ

83 個人番号公的
個人認証部

公的個人認証サービスセンター運用
保守業務（平成27年度）

H27.4.1 ・エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ(株)
・(株)日立製作所
・日本電気(株)
・(株)エヌ・ティ・ティ・データ

・東京都千代田区内幸町1-1-6
・東京都千代田区丸の内1-6-6
・東京都港区芝5-7-1
・東京都江東区豊洲3-3-3

492,954,986 480,600,000 随意契約 (2)オ

84 個人番号公的
個人認証部

平成27年度　共通基盤運用事業
（テスト環境維持支援、受付窓口端
末AP動作検証維持管理、住基構成
変更に伴う受付窓口端末対応、利
用者AP動作検証維持管理、署名検
証者に対する技術的支援、コンテン
ツデザイン・作成）

H27.4.1 ・エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ(株)
・(株)日立製作所
・日本電気(株)
・(株)エヌ・ティ・ティ・データ

・東京都千代田区内幸町1-1-6
・東京都千代田区丸の内1-6-6
・東京都港区芝5-7-1
・東京都江東区豊洲3-3-3

94,542,910 86,247,634 随意契約 (2)キ

85 個人番号公的
個人認証部

センター移転に係るデータ移行等の
実施計画書の策定及び現行システ
ムからのデータ抽出作業・移行テス
ト対応

H27.4.1 ・エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ(株)
・(株)日立製作所
・日本電気(株)
・(株)エヌ・ティ・ティ・データ

・東京都千代田区内幸町1-1-6
・東京都千代田区丸の内1-6-6
・東京都港区芝5-7-1
・東京都江東区豊洲3-3-3

165,185,676 149,007,600 随意契約 (2)キ

86 個人番号公的
個人認証部

公的個人認証サービスシステム運
用業務

H27.7.28 ・エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ(株)
・(株)日立製作所
・日本電気(株)
・(株)エヌ・ティ・ティ・データ

・東京都千代田区内幸町1-1-6
・東京都千代田区丸の内1-6-6
・東京都港区芝5-7-1
・東京都江東区豊洲3-3-9

1,410,000,000 1,404,999,000 随意契約 (6)

87 個人番号公的
個人認証部

電子証明書新旧紐付機能及び年齢
判定条件提供機能の開発

H27.8.1 ・エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ(株)
・(株)日立製作所
・日本電気(株)
・(株)エヌ・ティ・ティ・データ

・東京都千代田区内幸町1-1-6
・東京都千代田区丸の内1-6-6
・東京都港区芝5-7-1
・東京都江東区豊洲3-3-9

120,534,696 119,931,840 随意契約 (2)キ

88 個人番号公的
個人認証部

「ハガキ宛名ラベル出力・貼付」発送
作業一式

H27.11.12 (株)マルテックス 東京都大田区京浜島1-2-6 2,289,600 1,893,953 随意契約 (3)

89 個人番号公的
個人認証部

公的個人認証サービス市町村ヘル
プデスク及びメールサポート運用業
務

H27.11.30 日本電気(株) 東京都港区芝5-7-1 185,000,000 172,065,600 一般競争

90 個人番号公的
個人認証部

公的個人認証サービス利用者ヘル
プデスク運用業務

H27.11.30 トランス・コスモス（株） 東京都渋谷区渋谷3-25-18 10,600,000 10,000,000 随意契約 (6)
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91 個人番号公的
個人認証部

公的個人認証サービスシステム
AP保守等業務

H27.12.28 ・エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ(株)
・(株)日立製作所
・日本電気(株)
・(株)エヌ・ティ・ティ・データ

・東京都千代田区内幸町1-1-6
・東京都千代田区丸の内1-6-6
・東京都港区芝5-7-1
・東京都江東区豊洲3-3-9

83,917,652 83,577,309 随意契約 (2)キ

92 個人番号公的
個人認証部

住基ネット通信サーバー構成変更 H28.2.15 日本電気(株) 東京都港区芝5-7-1 2,702,343 2,694,060 随意契約 (2)キ

93 個人番号カー
ド部

通知カード及び個人番号カードに係
るコールセンター業務

H27.4.7 (株)ベルシステム24 東京都中央区晴海1-8-11 1,264,610,800 550,800,000 一般競争

94 個人番号カー
ド部

個人番号カード用ICカード製造業務
等（600万枚）

H27.4.10 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ(株) 東京都千代田区内幸町1-1-6 2,750,000,000 2,475,360,000 一般競争

95 個人番号カー
ド部

個人番号カード用ICカード製造業務
等（480万枚）

H27.4.10 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ(株) 東京都千代田区内幸町1-1-6 2,200,000,000 1,918,080,000 一般競争

96 個人番号カー
ド部

個人番号カード用ICカード製造業務
等（420万枚）

H27.4.10 凸版印刷(株) 東京都文京区水道1-3-3 1,930,000,000 1,750,306,320 一般競争

97 個人番号カー
ド部

個人番号カード管理システム及び個
人番号カード発行委託システム運用
管理支援等業務

H27.7.29 (株)エヌ・ティ・ティ・データ 東京都江東区豊洲3-3-3 557,000,000 540,000,000 随意契約 (6)

98 個人番号カー
ド部

個人番号カード交付窓口における本
人確認用ソフトウェア開発等業務

H27.9.11 日本電気(株) 東京都港区芝5-7-1 80,000,000 1,770,000 一般競争

99 個人番号カー
ド部

カード関係特別コールセンター運営
業務

H27.12.18 (株)KDDIエボルバ 東京都新宿区西新宿2-3-2 40,746,240 25,655,778 随意契約 (3)
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100 個人番号カー
ド部

「個人番号カード管理・発行委託シ
ステム」の業務アプリケーション保守
等業務

H27.12.28 ・エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ(株)
・(株)エヌ・ティ・ティ・データ

・東京都千代田区内幸町1-1-6
・東京都江東区豊洲3-3-3

349,777,680 346,926,348 随意契約 (2)キ

101 個人番号中間
サーバー部

中間サーバー・プラットフォームの施
設・設備（東データセンター）利用等
（賃貸借）

H27.5.8 1,160,000,000 365,040,000 一般競争

102 個人番号中間
サーバー部

中間サーバー・プラットフォームの施
設・設備（西データセンター）利用等
（賃貸借）

H27.6.11 785,000,000 193,087,800 一般競争

103 個人番号中間
サーバー部

中間サーバー・プラットフォームの整
備に係る通信回線（拠点間）サービ
ス利用等

H27.7.1 ソフトバンク(株) 東京都港区東新橋1-9-1 197,743,000 17,496,000 一般競争

104 個人番号中間
サーバー部

中間サーバー・プラットフォームの整
備に係る通信回線（センター間）
サービス利用等

H27.8.10 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ(株) 東京都千代田区内幸町1-1-6 180,200,000 25,831,440 一般競争

105 個人番号中間
サーバー部

自治体中間サーバー・プラットフォー
ムの整備に係る情報セキュリティ品
質検証等業務

H27.11.9 (株)シマンテック 東京都港区赤坂1-11-44 18,000,000 17,820,000 一般競争

106 個人番号中間
サーバー部

自治体中間サーバー・プラットフォー
ムの整備に係る情報セキュリティ準
拠性診断等業務

H27.11.9 (株)ブレインワークス 兵庫県神戸市中央区三宮町1-4-9 13,000,000 2,770,000 一般競争

107 LGWAN全国
センター

平成27年度総合行政ネットワークに
おける技術支援業務

H27.3.31 ・日本電気(株)
・ネットワンシステムズ(株)
・富士通(株)
・エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ(株)

・東京都港区芝5-7-1
・東京都千代田区丸の内2-7-2
・東京都港区東新橋1-5-2
・東京都千代田区内幸町1-1-6

32,283,360 31,606,200 随意契約 (2)キ

108 LGWAN全国
センター

平成27年度総合行政ネットワークに
おけるシステム維持保守業務

H27.3.31 ・日本電気(株)
・ネットワンシステムズ(株)
・富士通(株)
・エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ(株)

・東京都港区芝5-7-1
・東京都千代田区丸の内2-7-2
・東京都港区東新橋1-5-2
・東京都千代田区内幸町1-1-6

22,201,560 20,849,400 随意契約 (2)キ

109 LGWAN全国
センター

ネットワーク相互接続に関する研究 H27.3.31 慶應義塾大学 神奈川県藤沢市遠藤5322 5,328,180 5,184,000 随意契約
(5)

110 LGWAN全国
センター

総合行政ネットワーク全国NOC相互
接続セグメントにおけるIPv6及び新
たなプロトコルの追加対応等業務

H27.6.24 ・ネットワンシステムズ(株)
・富士通(株)

・東京都千代田区丸の内2-7-2
・東京都港区東新橋1-5-2

121,617,180 114,480,000 随意契約 (2)キ

※

※
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契約金額
(円)

契約の相手方の
名称

契約名称担当部署No.
予定価格

(円)
随意契約によることと

した理由(注)
契約の種別契約締結日

契約の相手方の
所在地

111 LGWAN全国
センター

地方公共団体組織認証基盤におけ
る暗号化通信用等証明書の発行機
能等構築業務

H27.6.24 日本電気(株) 東京都港区芝5-7-1 98,116,380 95,040,000 随意契約 (2)キ

112 LGWAN全国
センター

平成27年度総合行政ネットワークに
おけるルータ機器等の調達

H27.7.2 ネットワンシステムズ(株) 東京都千代田区丸の内2-7-2 8,856,000 5,047,099 一般競争

113 LGWAN全国
センター

総合行政ネットワークにおけるルー
タ機器等の保守業務

H27.7.31 ネットワンシステムズ(株) 東京都千代田区丸の内2-7-2 4,218,480 3,872,448 随意契約 (2)キ

（※）　機構が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため非公表。
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（注）随意契約によることとした理由

「地方公共団体情報システム機構契約事務の処理に関する取扱細則」に基づく区分

(1) 予定価格(貸借の契約にあっては、予定賃貸借料の年額又は総額)が次に掲げる契約の種類に応じた金額を超えないとき(少額随意契約)。

ア 工事又は製造の請負 … ２５０万円
イ 財産の買入れ ………… １６０万円
ウ 物件の借入れ ………… 　８０万円
エ 財産の売払い ………… 　５０万円
オ 物件の貸付け ………… 　３０万円
カ その他 ………………… １００万円

(2) 契約の性質又は目的が競争入札に適しない次に掲げる場合

ア 土地又は建物を借り入れるとき。

イ 機構の行為を秘密にする必要があるとき。

ウ 運送又は保管をさせるとき。

エ 国又は地方公共団体から直接に物件を買い入れ又は借り入れるとき。

オ 法令の規定、地方公共団体との取決め、既に締結した他の契約の規定等により、契約の相手方が特定されているとき。

カ 特許権等の排他的権利に係る物品等又は役務の調達をする場合において、契約の相手方が特定されているとき。

キ

既に調達をした物品等(以下「既調達物品等」という。)又は既に契約を締結した役務(以下「既契約役務」という。)につき、交換部品そ
の他既調達物品等に連接して使用する物品等の調達をする場合又は既契約役務に連接して提供を受ける同種の役務の調達をする場合で
あって、既調達物品等又は既契約役務の調達の相手方以外の者から調達をしたならば既調達物品等の使用又は既契約役務の便益を享受す
ることに著しい支障が生ずるおそれがあるとき。

ク 複数の事業者から企画提案や技術提案等を提出させ、その提案内容の優劣により契約の相手方を選定するとき(企画競争方式)。

ケ その他理事長が契約の性質又は目的が競争入札に適しないと認めるとき。

(3) 緊急の必要により競争入札に付することができないとき。

(4) 競争入札に付することが不利と認められるとき。

(5) 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき。

(6) 競争入札に付して入札者がないとき又は再度の入札に付し落札者がないとき。

(7) 落札者が契約を締結しないとき。

※少額随意契約は公表対象外

区分
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